
第3回 ドッグセミナーを開催します。今年は、アジリティーと家庭犬訓練の2科目を
用意しています。海外からも素晴らしい講師を招いています。

皆様のご参加を心よりお待ちしています。

日 時 ：2017 年 10 月 28 日（土） AM.7:00 受付開始 1日目終了 17:00
2017 年 10 月 29 日（日） AM.7:00 受付開始 2日目終了 17:00 
2017 年 10 月 30 日（月） AM.7:00 受付開始 3日目終了 15:30 

※ 詳しいスケジュールは別紙参照

場 所 ：富士 Calm 人材育成センター TEL:0555-22-5156 （山梨県富士吉田市新屋 1400）
http://fujicalm.jp/

参加費用 ：受講者 3日間 1名 67,000 円（セミナー受講料＆宿泊費2泊7食付＆懇親会費込）
付き添い 3日間 1名 37,000 円（宿泊費2泊7食付＆懇親会費込）

受講者 2日間 1名 42,000 円（セミナー受講料＆宿泊費1泊4食付＆懇親会費込）
付き添い 2日間 1名 22,000 円（宿泊費1泊4食付＆懇親会費込）

受講者 1日間 1名 25,000 円（セミナー受講料＆昼食付＆懇親会費込）
付き添い 1日間 1名 17,000 円（昼食付＆懇親会費込）

※ 付き添いの方は、実技は受講できませんが獣医師による講義・懇親会は参加できます。

講 師 ：アジリティー Eva Lacnakova(エヴァ・ラクナコヴァ)氏
大庭 俊幸 氏

家庭犬訓練 倉持 宏也 氏

ﾋﾞﾃﾞｵ販売 ：「2016ドッグセミナー2nd Stage アジリティービデオ 2枚セット」 価格：10,000円
セミナー開催時に、ビデオを販売しますがご購入は2日間以上のセミナー参加者に限ります。

事 務 局 ：横須賀警察犬訓練所内 進藤 誠
〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢６－２９－８ ＴＥＬ：０４６－８４８－５７６０

ＦＡＸ：０４６－８４８－９８７５

内 容 ：

科目 内容 講師

①アジリティー シーケンス＆コースセミナー Eva Lacnakova氏
大庭 俊幸氏

②家庭犬訓練 一般的なしつけから訓練競技会指導まで 倉持 宏也氏

アジリティーフードと栄養学 獣医師による講義 ロイヤルカナン獣医師

懇親会 講師陣との懇親会

※ 参加日程、受講する科目を① ・②から選んでお申し込みください。獣医師による講義、懇親会は全員参加できます。

申し込み締め切り ：2017 年 9 月 30 日予定
申込書同封の上、現金書留で事務局までお送りください。

※宿泊施設数に限りがありますので満室になり次第締め切らせて頂きます。

http://fujicalm.jp/


2017 ドッグセミナー タイムスケジュール

☆科目：アジリティー☆
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東京都国分寺市東戸倉１－８－５９
ＴＥＬ：０９０－８６７３－４００２

※ お問い合わせ・ご質問は事務局まで
横須賀警察犬訓練所内 進藤 誠
〒239-0842

神奈川県横須賀市長沢６－２９－８
ＴＥＬ：０４６－８４８－５７６０
ＦＡＸ：０４６－８４８－９８７５
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☆科目：家庭犬訓練☆
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2017 ドッグセミナー 講師紹介

★ 講師：Eva Lacnakova(エヴァ・ラクナコヴァ)氏の紹介 ★

2001年から2006年のFCIアジリティー世界大会チェコ代表として、2013年か
らはFCIアジリティー世界大会やEOでも高成績を残しています。4代に渡るシェル
ティー、ボーダーコリーと走っています。多くのクラブやトップトレーナーの指導方
法を学び活躍している現役ハンドラー兼トレーナーです。現在、チェコのアジリ
ティー委員長です。

■Eva Lacnakova(エヴァ・ラクナコヴァ)氏からのメッセージ

私は、アジリティーにおいてはハンドラーと犬のフェアで強い関係が大切だと思ってい
ます。ハンドラーは自分の犬を愛し、感謝し、支え、尊重し、また犬を育て、輝かせるこ
とが大事です。そして犬は、ハンドラーを信頼し、愛し、チャレンジする意欲が大事です。

ハンドラーと犬とが強いチームとなりコースに全力を注げるようになるためには、それ
ぞれが自分の責任をはたすこと、気持ちよく新しい技術を学ぶこと、そして、間違いを恐
れずに学びのひとつだと考えることが必要だと考えています。コースを走るときは、それ
が一緒に走るのが最後のチャンスであるかのように走ることも必要です。そうすれば、
コースを攻略することが大好きなチームになれます。

私の指導方法についてお伝えします。私は、これまで多くのアプローチ方法を勉強して
きました。そして自分独自のアプローチ方法を編み出しました。しかし、他にも良いアプ
ローチ方法があると思います。ハンドラーと犬との個性により、アプローチ方法は変える
べきだと考えます。ただ、どの方法を取るにしても、明確なルールと犬への肯定的でフェ
アな教え方が必ず求められます。明確なルールは犬に理解させ、自信とスピードをもたら
します。肯定的でフェアな教え方は、ストレスなしに、アジリティーが大好きで集中でき
る犬を作ります。

私のアプローチ方法とスキルをシェアできること、またこの素晴らしいスポーツを一緒
に祝福することは、最高に光栄です。皆さんにお会いできることを心から楽しみにしてい
ます。

★ 協力特別講師：大庭 俊幸氏の紹介 ★

今回は、ご自身もセミナーに参加しながらエヴァ氏のサブを務め、皆様の指導にも回って頂けます。

★ 講師：倉持 宏也氏の紹介 ★

JKC公認訓練士であり、家庭犬審査員の資格を持つ現役ハンドラーです。ゴールデンレトリーバー等
と家庭犬訓練やオビディエンスを中心に幅広く活躍しています。アマチュアの指導能力も高く、各種イ
ベントにおいても特別講師として招待されています。

東京都稲城市の「ドッグトレーニング クラモチ」の代表です。



※ 宿泊は、2～4名部屋になります。
※ おひとりでご参加の方は、相部屋になります。
※ 同室を希望される方は、同室希望者のお名前等を余白に記入してください。
※ 2名様以上の場合には、この用紙をコピーしてお申込みください。

現金書留で参加申込書を同封の上お申し込み下さい。
※ 申し込み後のキャンセルは、受け付けられませんのであらかじめご了承ください。

年 月 日 円を添えて申し込みます。

申込締切 ：2017年 9月30日
お問い合わせ先：

〒239-0842 
神奈川県横須賀市長沢６－２９－８
横須賀警察犬訓練所内 進藤 誠

ＴＥＬ：０４６－８４８－５７６０
ＦＡＸ：０４６－８４８－９８７５

2017 ドッグセミナー 参加申込書

（ふりがな）

氏 名： 男 ・ 女

住 所： 〒

TEL：

犬の呼び名：

犬種：

サイズ： スモール ミディアム ラージ

受講を希望する科目： ① アジリティー ② 家庭犬訓練 ③ 付き添い

参加日程： 月 日 から 日間

（ふりがな）

氏 名： 男 ・ 女

住 所： 〒

TEL：

犬の呼び名：

犬種：

サイズ： スモール ミディアム ラージ

受講を希望する科目： ① アジリティー ② 家庭犬訓練 ③ 付き添い

参加日程： 月 日 から 日間

■同室希望記入欄



☆ 宿泊施設館内に犬は入揚できません。
☆ 受付は朝 7:０0から8:00の間です。8:０0開会式です。
☆ セミナーは雨天決行です。天候が心配される揚合は各自雨具等をご用意ください。
☆ セミナー会揚ではタイムスケジュールとスタッフの指示にしたがって行動してください。
☆ 夜 11 時以降、朝 5 時前の犬の散歩はご遠慮ください。
☆ 夜間は愛犬を車中にて管理してください。
☆ 愛犬の排泄物の処理は必ず各自でお願いします。
☆ 実技中に愛犬のリードを外されるときは十分にご注意ください。
☆ 会揚における犬同士のトラブルについては各自で対処してください。

☆ 期間中のセミナー内容、写真、動画のFacebookなどへの投稿はご遠慮ください。
☆ セミナー中のビデオ撮影はご自身の犬のみに限定してください。
☆ 施設内で人間の車中泊はできません。

愛犬の行動に注意し事故のないよう愛情と責任をもって愛犬の管理監督をお願いします。

☆☆☆参加の際の注意事項☆☆☆

☆ 愛犬のご飯・おやつ、おもちゃ、ケージ・クレート・サークル等、水入れ、ウンチ袋
☆ 各自の椅子
☆ その他あると便利なもの

テント、タープ等〈日除け〉、簡易テーブル・レジャーシート、懐中電灯等
（主催者側で、共同で使用して頂ける日除けテントをご用意します。）

実技講習以外の時間、犬たちは屋外または各自の車中で待機することになります。愛犬がリラックスして静
かに待てるようなケージ等は必ずご用意ください。

宿泊施設に犬用の食事の用意はありません。各自、食器と共にご用意ください。
水道水は利用できます。

会揚ではスタッフおよび講師の指示に従って行動してください。

事務局

☆☆☆必ずご持参ください☆☆☆


